
サルマン・ラシュディー『恥』 におけるパキスタンの歴史  

 - 263 -

サルマン・ラシュディー『恥』 における 
パキスタンの歴史 

 

平 野 ゆかり 

 

Ⅰ 始めに 

 サルマン・ラシュディー（1947～）の小説『恥』は、1983年イギリ

スで出版されたが、パキスタン国内では発禁処分となった政治小説（無

論、ポストモダン文学として多面的読み方は可能）である。ラシュ

ディー自身は、この小説はお伽噺であり、リアリズムの小説ではないこ

とを言明し､政治的制裁をかわす安全弁を設けている。しかしながら、

小説というひとつの器に、物語と現実(実在の都市名、人物など)が混じ

りあっているのである。やはり現実描写はパキスタンについてなので、

パキスタンの内政と外交の歴史を知らなくては、この小説を理解するこ

とはできない｡また、読むことによって、あまり世界には知られていな

いパキスタンを我々は認識できるのである。 

 2001年9月11日の同時多発テロの犯人を匿う組織を、アフガニスタン

のアルカイダと断定したアメリカ政府は、彼らを攻撃する際に、隣国パ

キスタンに対してアメリカへの協力を要請した。これに対して、パキス

タンの政府・国内世論はゆれた。アフガニスタンのパシュトゥーン人は、

パキスタン国内にも多く居住しており、その同じ民族が難民となるのは

困る。しかし国際政治の舞台でアメリカの経済支援を得て優位に立つた

めにはアメリカ政府への協力も必要となる。この板ばさみの中でパキス

タン大統領ムシャラフが決断したことはまだ記憶に生々しい。 

 また、2002年のカシミール紛争ではパジパイ首相もムシャラフ大統

領も、核使用の可能性を否定してはいなかった。 

 この二つの、ごく最近のパキスタンの動静が、世界の政治上、重要な

位置を占めているのは疑いのないところだ。 



 帝京国際文化 第 16号 

 - 264 -

 現実に限りなく近い小説の言説が、この小国であるパキスタンの現実

の政治・歴史にどのように裏打ちされているかを検討する。 

 

Ⅱ パキスタン建国まで 

「パキスタン（PAKISTAN）なる語は頭文字を組み合わせて作られて

いる。もともとはイスラム教徒の知識人グループが英国で考えついたも

のだった。Pはパンジャーブ、Aはアフガン、Kはカシミール、Sはスィ

ンド、TANはバローチスタンの各地方を表している。東パキスタン（＝

東翼＝現在のバングラデシュ国）に関しては、全く無視されている」と

小説は語っている。 

 

 1933年ケンブリッジに留学中のムスリムの大学院生によってパキス

タンという語が造語されたことは事実である。1933年がなぜ重要かを

調べてみよう。 

 英国は1600年に東インド会社を設立し、インド支配と植民地経営に

乗り出した。1857年セポイの反乱がインド全域に広まった。英国はム

ガール帝国時代の領主に封建的土地所有を認めることと引き換えに英国

側に寝返りさせる「分割統治」で反乱を鎮める。しかし、やがて高まっ

てきたインド民族運動に恐れをなして英国は1885年インド国民会議の

設置を認める。国民会議派はヒンドゥー教徒が圧倒的多数であるため、

イスラム教徒は対抗策として、1906年全インドムスリム連盟を結成す

る｡ここにヒンドゥー教徒対イスラム教徒（＝ムスリム）の対立の原図

が出来上がる。 

 そして、ムスリム独立国家樹立運動が始まる。1930年ムスリム連盟

大会で、イクバールが “ムスリム国家 ”の構想を唱えた。「私はパン

ジャーブ、北西辺境州、スィンド、バローチスタンが合併して単一の国

家になるよう望んでいる」と演説する。イクバールとは、汎イスラム主

義を示した詩人・思想家であり政治家ではない。彼の唱えた政治形態を

実現させようとして、1933年、パキスタンという国名の構想が出来上
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がったのである。 

 1940年、ジンナーは「ヒンドゥー教徒とイスラム教徒は異なる宗教

の下にあるから、一つの国家内に共存できない」とする「二つの国家

論」を唱える。 

 1945年8月第二次世界大戦も終わり、インド独立が具体性を帯びてく

ると、圧倒的多数のヒンドゥー教徒の国民会議派と少数派のイスラム教

徒のムスリム同盟との対立はますます深まる。 

 1947年  8月、東西パキスタンは、「二翼」だけの「胴のない奇怪な

鳥」として英領インドから分離独立する。インド独立の一日前のことで

ある。ヒンドー教徒とムスリムはあくまでも一体のものとして同じ国家

として独立すべきだと主張したガンジーの願いはむなしく消えた。 

 (1998年時点でパキスタンの人口は1.4億人で、97％はイスラム教徒。

一方､インドの人口は9.7億人で、内１億人がイスラム教徒とされてい

る。） 

 この分離独立によって、インド内のイスラム教徒は東西パキスタンへ、

パキスタン内のヒンドゥー教徒はインドへと大移動が起こった。この移

動時に、互いに、略奪・虐殺・レイプを起こし、何十万人かの人々(一

説には数百万人)が死亡したという。現パキスタン大統領のムシャラフ

も、インドからパキスタンへ移住したムハージル＝移民である。（イン

ド時代のアーヤと再会し、抱擁し合う写真入りの新聞記事も日本で掲載

された。） 

 

Ⅲ 第一次、第二次印パ戦争 

 英植民地時代の藩主国の一つであるカシミールでは、住民の多くはイ

スラム教徒であった。そのため、パキスタン側は、当然カシミールはパ

キスタンに所属するものと思っていた。しかし、藩王がヒンドゥー教徒

であったため、初めは独立を狙っていたのだが最終的にはインドに帰属

した。それにより、パキスタンはこの地方をめぐり、インドと武力衝突

する。この第一次印パ戦争後、国連決議で決定された停戦ラインで、こ
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の地方はインドとパキスタンに二分割されることになる。 

 1965年  9月カシミールで両国は再び軍事衝突する。インド側はカシ

ミールから遠く離れたパンジャーブ州から西パキスタンへなだれ込む。

インド軍はラホールにまで迫る。結果的にはパキスタンの完敗となり、

インド側のパキスタン本土にまで攻め込む能力を、パキスタンは思い知

らされる。これが第二次印パ戦争である。 

 かつてのジンナーの切迫した対インド恐怖心は「インドはいずれ、パ

キスタンを吸収・併合した大インド連邦の建設を企てるに違いない」と

いう思いからきている。ラホールまで侵入されたパキスタンは、この恐

怖を一層現実のものとして感じたであろう。 

 

Ⅳ バングラディッシュとブット新政権の誕生 

 先に見たパキスタンという国名の新しい造語では、「東翼に関しては

全く無視されている」。彼らは「止め処もなく子供を産みつづける野蛮

人達、麻と米を生産する以外には何の役にも立たないジャングルのリス

ども」だ。すなわち、東パキスタン人は、「正確には外国人でこそない

ものの、全く異質な人間であることは疑いがなかった」と小説は語る。 

 

 西パキスタンはアーリア系、パンジャーブ人が多く、肌は白い。それ

に対し、東パキスタンはモンゴル系、バングラ人が多く、肌は黒い。言

葉も異なっている。経済的には東パキスタンの麻が東西パキスタンの経

済の支えであったにもかかわらず、西パキスタンの人々は東の人々を軽

視している。建国前のイクバールの言葉にも、1933年造語された国名

にも、東パキスタンは含まれていなかったのである。 

 こうした不満の高まった東パキスタンは独立を要求する。これに対し

て、西側は東に軍隊を送り込む。東の人々はカルカッタで難民となった｡

インドは東パキスタンを全面支援し、インドと西パキスタンの戦争へと

拡大した。これが1971年の第三次印パ戦争である。インド軍は南部国

境を突破して、西側の本土へなだれ込む。たった２週間で西パキスタン
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はインドに無条件降伏する。第三次印パ戦争も西パキスタンは本土を陵

辱されて終わる。 

  

「両翼の間に位置する偶像崇拝者どもの国が、当然のことながら、明ら

かに＜分裂させ、支配する＞目的で、東翼側をなりふり構わず支援した

ことは、改めて記憶にとどめた。最終的両翼の敗北と、それに続く東翼

の自治と国際的切断手術は、明らかに、部外者達の偶像崇拝者とヤン

キーどもの工作によるものだった。」 

 

この小説の言説から、パキスタンとインドの長い軋轢・憎しみの歴史

が汲み取れる。 

次に、小説では、あっけない西パキスタンの敗北が、自国の政権交替

の引き金になったことが示される。 

 

「戦争の間中、ラジオは一時間ごとに東翼における、西翼の軍隊の堂々

たる勝利を報じ続けた。あの最後の日、午前11時に、ラジオは最後の､

最も華々しい軍の偉業を報道した。正午に、ラジオはありうべからざる

事を、そっけなく聴取者に伝えた。無条件降伏、屈辱、敗北。」「かの運

命を決した瞬間に対する責任は、当然の事ながら、ひとえに国のトップ

にあるのだ。」この宣告後、小説では、前大統領シャギーは戦争犯罪の

かどで裁判にかけられるべく投獄され、イスカンダル・ハラッパー人民

戦線議長は首相に就任し、新しいリーダーとなる。 

 

 むろん、小説の人名は実名ではない。前大統領シャギー＝ヤヒヤ・

カーン、人民戦線議長イスカンダル・ハラッパー＝ズルフィカル・ア

リ・ブットである。 

 現実に話を戻すと、1971年、東パキスタンはバングラディッシュと

して独立する。西側ではズルフィカル・アリ・ブット首相が新しく政権

を取る。西パキスタンは国土の2割と人口の半分以上を失い、「二翼」
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の「胴体のない奇怪な鳥」は片翼となる。 

 ここで、独立後のパキスタン政権の変遷をまとめておこう。 

1948年 ＜建国の父＞初代パキスタン首相、ジンナー死亡。しばらく

の流動期を経る。 

1958年 軍事クーデターでアユブ・カーンが実権を握る。 

1969年 ヤヒヤ・カーン軍政期 

1971年 ズルフィカル・アリ・ブット政権期 

1977年 パキスタン人民党に対して国民の不満が高まり、クーデター

でズイヤー・ウル・ハックが政権掌握する。ブットは投獄さ

れ、79年処刑される。ハックは国内のイスラム化政策を強化

する。 

1988年 ハック飛行機事故死 

その後、ブットの娘べナジル・ブットが首相となる。現ムシャ

ラフ大統領は、軍事クーデターで前シャリフ政権を倒して、

1999年10月軍事政権を樹立する。 

 

Ⅴ パキスタンと中国 

「イスカンダル・ハラッパーは中国の紅衛兵の制服に似せた緑色の服

装を好んでいた。A大統領政権の外務大臣である彼は毛沢東主席との間

に結ばれた友好条約の立案者――として有名になったからである」と小

説は語る。 

 

実際、イスカンダル＝ブットの、＜イスラム社会主義＞の思想と、パ

キスタンは中国との間に緊密な同盟関係を結ぶべきだという考えが大衆

の支持を得ていた。そこで、アユブ・カーンは、イスカンダルを珍重し

た。「中国に通じるカラコルム街道の建設に、やっとゴーサインを出し

た」のもイスカンダル＝ブットだった。 

 西洋に留学し、国際問題に「大局的見取り図を描くことができる才」

を持ったブットは、首相になる以前から、即ち、60年代、中国友好路
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線を打ち出していたことが、小説から分かる。 

 パキスタンと中国の友好関係は30年以上続く。1960年代、毛沢東路

線で、国際的に孤立した中国にとって、パキスタンは世界に開かれた唯

一の窓となる。両国がそれぞれ国境を接するインドは共通の敵である

（1962年の国境線紛争でインドが中国に大敗してからは、インドと中国

は犬猿の仲となる）から敵の敵は味方となるのである。 

 第二次世界大戦後、中国共産党により、チベットは軍事的制圧を受け

る。1951年、チベットは自治区として中国に編入される。1958年、反

中国政府運動が起き、中国軍と武力衝突する。ダライ・ラマ14世は、

無論、中国の敵であるインドへ亡命する。 

 1978年中国とパキスタンを結ぶカラコルム・ハイウエーの完成。中

国はパキスタン経由でインド洋への道を確保することができた。1979

年のソ連軍のアフガニスタン侵攻で両国の関係は更に強化される。中国

はパキスタンに軍事支援を行う。 

 1989年の天安門事件でもパキスタンは中国支持を表明する。 

 

Ⅵ 核 

「核反応装置は作れても、電気冷蔵庫は製造できない」パキスタン，

「原子爆弾に打ち跨った終末論者のイスカンダル」、小説のこの二つの言

説を手がかりに現実の核を調べてみよう。 

 

 1964年中国が初の核実験を成功させた。1962年中国とインドの国境

線紛争のインド側の敗北、2年後の中国の核実験成功により、中国は、

インドの脅威となる。このころインドは核開発に着手しだしたのであろ

う。 

 インドの動きに反応して、ブットはパキスタン人民党の党首時代の

65年、即ち、第二次印パ戦争で、インド軍にラホールまで迫られて敗

北した時、「もしインドが核爆弾を製造したら、我々は草や葉を食べて

でも核爆弾を持つしかない」と発言している。 
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 71年、第三次印パ戦争でバングラデシュを失い、新しくリーダーと

なったブットは、72年、科学者・官僚などパキスタンの要人50人を集

めて、インドに対する屈辱を晴らすため、核兵器開発に着手する決意を

宣言する。 

 中国の核実験の10年後、1974年 5月インドは初の核実験に成功する。

パキスタンは1987年には原爆を完成させる技術能力に達したという。 

 1998年5月、インド・パキスタンは相次いで核実験を成功させ、国際

的非難を浴びることになる。 

 

Ⅶ ソ連軍侵攻とアメリカ 

 小説のラザ（＝ウル・ハック）は1979年の「ソ連の侵攻は神のご計

画の最後の仕上げなのだ。これによって、列強は我が政府の安定を保証

せざるを得なくなった。」という。「50億ドル相当の新しい軍備」「エン

ジンが酸欠を起こさず、左右どこにでも飛べるミサイルや、一万マイル

も先の怪しいハマダラ蚊さえ追尾できる追跡装置」をアメリカから得る

ことをラザ政権の官僚は期待する。彼らはアメリカの支援を期待してい

るので、「アフガニスタンからの難民は何万人いようと大歓迎する」つ

もりでいる。 

 

 アフガニスタンは、1973年、ソ連の後ろ盾を得て、無血クーデター

で共和制に移行し、78年には共産主義国家となる。その共産主義政権

が揺れ出すと、崩壊を食い止めるため、79年ソ連が軍事介入した。ア

フガニスタン国内のイスラム教徒は、反ソ連の立場でゲリラ活動を続け

る。アメリカやパキスタンがゲリラを支援した。(同時多発テロの主犯

とみなされたオサマ・ビン・ラディンはこの時、アメリカ製武器でソ連

軍と戦ったとされる。) 

 米ソ冷戦の只中、ソ連のアフガニスタン侵攻をインド洋への進出と捉

えて、危機感を持ったアメリカにとって、パキスタンはソ連南下阻止の

ための防壁として最重要の地となる。小説の言説どおり、パキスタン軍
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は米国製の高性能兵器で武装できるようになる。1981年、向こう５年

間で32億ドル（GNPの11％）もの軍事・経済援助をパキスタンは手に

入れる。 

 アメリカの衛星国家となったパキスタンを、小説家ナイポールは、

「ソ連軍侵攻でアフガニスタンに戦争が起きると、パキスタンは莫大な

戦利品を手に入れた」「８年にわたり、パキスタンにはアメリカの武器

とアフガニスタンの麻薬が流れてきた」「その間、何百万ドルという金

が信仰厚き人々の手に渡った」「腐敗が広範囲に広がりすぎた」と指摘

している。 

 核に関しては、アメリカはソ連軍のアフガニスタン侵攻までは、パキ

スタンに対し核開発疑惑を抱いていたが、このとき以来、見て見ぬ振り

をする。しかし、89年ソ連軍が撤退すると、アメリカは手のひらを返

したように、核開発を中止しなければ援助を打ちきる――と圧力をかけ

てきた。 

 要約すると、戦略的地理条件ゆえ、アメリカはパキスタンの核開発に

は目をつぶり、パキスタンを利用するために支えた。特に、79年から

89年までは。しかし、90年代、米ソ冷戦が終結すると、アメリカは経

済的利益を求めて、巨大市場であるインドに歩み寄って行き、戦略的価

値のなくなったパキスタンに対して距離を置き始める。ところが、

2001年９月の多発同時テロ事件後、79年のときと同じように、アメリ

カはパキスタンに再び接近していく｡パキスタン一国を見ただけでも、

アメリカのご都合主義の変遷がよくわかるといえよう。ますます一極化

支配を強めるアメリカに、世界が警戒する所以である。 

 小説の、ブット、ハック政権時の内政に関して、イスラムの女性の立

場についてなど、次の機会に論じたい。 

 

注 

Salman Rushdie, Shame (Picador, 1983)を使用。日本語訳として『恥』(栗原行雄

訳、早川書房、1989年)を使用。その他、歴史・政治の参考文献の主たる文
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献を挙げる。 

『もっと知りたいパキスタン』、小西編、弘文堂、昭和62年。 

『南アジア現代史Ⅱ』、加賀谷・浜口著、山川出版、昭和52年。 

『インド対パキスタン』、西脇文昭著、講談社、現代新書。 

『インド・パキスタン現代史』、蝋山芳郎著、岩波新書。 

『イスラム再訪』下巻、V・S・ナイポール著、斎藤兆史訳、岩波書店、

2001年。 


